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「水口鉄人の絵画：現実空間との接続面に」
薮前知子（東京都現代美術館学芸員）

カンヴァスの上に貼られたテープは、最小限の手

性の恣意性の克服という、抽象絵画の成立に寄与

つきでありながら、絵画というジャンルの歴史的

した歴史的な問題系に、鮮やかに言及しているよ

文脈を召還する可能性を孕んでいる。抽象絵画の

うに見える。しかし忘れてはならないのが、水口

嚆矢のひとりであるピート・モンドリアンは、絵

がこれらの作品を通して、絵画的要素の還元とい

画をそれ固有の要素へと還元していく追求の終わ

うアナクロニックな議論ではなく、絵画と現実空

り、最晩年のニューヨーク時代に、当時発売され

間との接続面というアクチュアルな問いを投げか

たばかりのスコッチ社のテープをカンヴァスに貼

けていることだ。水口の初期作品には、師である

付ける。イヴ＝アラン・ボワは、このテープを、

柳幸典が立ち上げた広島アートプロジェクトで発

単なる下描きではなく、テープが重なり合う箇所

表した《路上山水図》というシリーズ作品がある。

に、視覚的厚みと物理的厚みの相剋を指摘し、新

河岸の外壁の汚れをこすり落として水墨画を描い

たな絵画経験の萌芽を見た。ところで、水口鉄人

たもので、まさに「絵画なるもの」が社会空間に発

の作品に現れるテープのモチーフは、実物でも描

現する瞬間を捉えたものと言える。空間における

かれたイメージでもなく、精巧に模造された物質

異物であること、それでもなお絵画であること。

が接着されているものである。しかも、この真っ

そのあわいの無数の可能性の探求を今後も期待し

白なカンヴァスは、慣習上、絵画と見なすことも

たい。

できるが、そうでなければ単に木枠に貼られた麻
布という物体である。私たちは水口の作品の前で、
その物質性を感知しつつ、イリュージョンを捕ま
えようとする。言ってみればそれは身体と眼の相
剋であるが、そのはざまに出現する絵画の経験は、
具象と抽象という既存の絵画の二分法を軽々と超
える豊かさに満ちている。
本展に出品されるもうひとつのシリーズは、二枚
の画面を大量の絵具を挟んで圧着させてから引き
はがし、凹凸のあるシンメトリーを作る、デカル
コマニーの手法を用いたレリーフ作品である。こ
こでも水口は、描くという行為の恣意性、さらに
はそこで否応無しに発生する、地と図という関係

《路上山水図》
「UTOPIA」アートベース百島 , 2012

Landscape Drawing on the Wall,
UTOPIA, ART BASE MOMOSHIMA, 2012

Tetsuto Mizuguchiʼs Tape Paintings and Reliefs:
Connecting with Real Space
Tomoko Yabumae (Curator of the Museum of Contemporary Art Tokyo)

Adhesive tape on canvas has the potential to evoke the

where the process inevitably results in random

historical context of the painting genre, even though it

outcomes––Mizuguchi

merely involves minimal processing. In his endeavours

relationship between material and figurative elements.

to reduce painting to its essential elements in New York

We can see in them a clear reference to the historical

at the close of his career, Piet Mondrian, one of abstract

problem approach that ultimately led to way to the

painting’s foremost innovators, used to paste strips

establishment of abstractionism. And yet, we should

of Scotch tape––which had just been commercialized

not overlook the fact that by dint of his decorative

in the Unites States––onto canvas. Art historian

reliefs Mizuguchi is asking pointed questions about

and critic, Yve-Alain Bois pointed out Mondrian

painting’s connection with the real world, and not

that employed such adhesive tape not merely for his

some anachronistic discussion about reducing painting

rough sketches; the overlapping tapes underscored

to its inherent elements. Among Mizuguchi’s earlier

visual optics between visual and material thickness, in

works, there is a series entitled Landscape Drawing on

which he observed the makings of a fresh experience

the Wall [Roadside Scenes] that was presented at the

of painting. It is noteworthy that the motifs using

Hiroshima Art Project initiated by his mentor Yukinori

tape in Mizuguchi’s tape paintings represent neither

Yanagi, in which he scraped off dirt from the outer wall

actual figures nor drawn images, but rather fasten an

of a river bank to create an India-ink painting, thereby

elaborately imitated substance onto the canvas with

capturing that instant when “painting objects” manifest

glue. While his pure white canvases could ordinarily be

themselves in social space. Being a foreign object in

regarded as paintings in themselves, they could also be

space, and yet being a painting. I hope that Mizuguchi

simply designated as a material called linen, stretched

further explores the infinite number of possibilities

on a wooden frame. Faced with Mizuguchi’s works, we

between paintings and objects.

spectators strive to grasp the illusion all while sensing
the canvases’ inherent materiality. In other words, our
bodies and eyes vie with one another; the experience
derived from these canvases from these differing
perceptions is so rich that it overcomes the prevailing
dichotomy in painting genres such as figurative and
abstract painting.
Another series Mizuguchi presents in this BankART
exhibition is his reliefs in which he employs the
décalomanie decorative technique: after squeezing a
large amount of paint onto the surface he presses two
flamed canvases together, which, when torn apart,
create an uneven symmetry. Even in these works––

Tape Painting, 2010
キャンバスにアクリル / acrylic on canvas / h100 × w72.7cm

overcomes

the

arbitrary

乾燥したアクリル絵の具の皮膜をセロハンテープに見
立て、キャンバスに貼り付けた作品。

Tape Painting, 2011
キャンバスにアクリル / acrylic on canvas / h162 × w130.3cm

Works with dried acrylic paint on cellophane
tape stuck on canvas.

Tape (3points), 2015

Tape (Seascape), 2015

キャンバスにアクリル / acrylic on canvas / h65.2 × w53 cm

キャンバスにアクリル / acrylic on canvas / h53 × w41cm

Tape (5,2,3,2,3), 2016
キャンバスにアクリル / acrylic on canvas / h97 × w194 cm

Tape(fragment #10-1), 2017

Tape(fragment #10-2), 2017

キャンバスにアクリル / acrylic on canvas / h72.7×w60.6cm

キャンバスにアクリル / acrylic on canvas / h24.2×w41cm

Odd Eyes, 2014
木製パネルにアクリル、ラッカー / acrylic, lacquer on wood panel / h60 × w120cm

多量の絵の具を塗った二つの画面を密着させ剥離して
左右対称のテクスチャを作り出す作品。

Untitled , 2011
木製パネルにアクリル / acrylic on wood panel / h60 × w90cm

Works creating bilateral symmetrical textures
made by gluing together and separating two
panels painted with a lot of paint.

Relief (Gold and White), 2017
木製パネルにアクリル、ラッカー / acrylic, lacquer on wood panel / h60 × w80cm

Fission (Black and White), 2017
キャンバスにアクリル / acrylic on canvas / h120 × w180cm
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Relief (White Leaf), 2017
木製パネルにアクリル / acrylic on wood panel / h42 × w42cm

Tape (BoxⅠ), 2015
段ボールにアクリル / acrylic on cardboard / h44.5×w30×d30.5 cm

Tape (Box Ⅱ), 2015
段ボールにアクリル / acrylic on cardboard / h60×w75×d3cm
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